
─ 1 ─

Newsletter協力会
ニュースレター

事務局／岐阜大学産官学連携推進本部内
〒501-1193 岐阜市柳戸1番1

TEL.058-293-3187　FAX.058-293-2032　E-mail ccr-jimu@gifu-u.ac.jp

No.19

2015.7
協力会
ニュースレター
岐阜大学地域交流協力会

目  次
１	理事会および総会の開催報告
２	産学連携の現状と今後について
３	記念講演会および協力会フォーラムの開催報告
４	平成 27 年度ラボツアー開催案内
５	岐阜大学フェア 2015 の開催案内
６	平成 27 年度活動支援岐阜大学技術交流研究会一覧

岐阜大学地域交流協力会（平成13年5月
設立）は、地域における産業・教育・文
化の振興、産業技術の高度化と地場産
業の活性化および快適な社会環境を築
くため、産官学連携のもと、これに必要
な事業を実施するとともに、岐阜大学
が行う各種活動を支援し、もって地域
社会の発展に寄与することを目的とし
ています。

理事会および総会の開催報告1
　平成27年5月26日（火）ホテルグランヴェール岐
山にて理事会および平成27年度総会を開催し、下記
議事について報告・審議され、承認されました。

○第1号議案
　　平成26年度事業報告および決算報告について
○第2号議案
　　平成27年度事業計画および予算について
○第3号議案
　　平成27年度役員改選について

理事会の様子

　役員改選では新会長に（株）ナベヤ代表取締役社長岡本知彦様の就任が承認されました。
　会長挨拶が岐阜大学地域交流協力会のホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。

［小川会長総会挨拶］
　「岐阜大学地域交流協力会」は、産業技術の高度化と地場産業の活性化および快適な社会環境を築くた
め、大学と地域社会が結びつき発展していくことを目的に、2001年5月に設立されました。設立当初は
132会員でスタートしましたが、徐々にその数も増え現在は227会員の皆様にご支援いただいておりま
す。これは大学の先生方、あるいはコーディネーターの先生方、そして会員の皆様のご協力の賜物であ
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ると、厚く御礼申し上げます。
　産官学連携のバロメータでもあります共同研究・受託研究件数は、昨年度は402件となっており、前
年比で件数・金額とも増加しております。共同研究の主な特徴としては、「エコ／太陽光発電」に関する
研究分野が減少し、「金型および複合材料」に関する研究が多くなっているようです。
　一方で、県内各地域の特産品などの商品開発や品質保全に関する研究、異業種企業からの新薬開発な
ども含めまして、盛り沢山な共同研究が進められているようです。
　昨年度事業としては、王先生あるいはコーディネーターのお力添えをいただいて、会員の各企業を訪
問し、ご要望等を伺いました。

　日頃のサポートに対するお礼の意味で、応用生物
科学部で開発された花『フェアリーウイング』を持
参し、皆様からいろいろな意見を賜りました。その
結果、出前セミナーの依頼が一昨年度の2件に対し
6件となり、大学と産官との連携もより深まってき
ていると思っております。
　一昨年度から再開した「ラボツアー」を年2回に
増やし、研究室との距離も短くなっているというこ
とで、今後の共同研究等の成果に結びつくことを期
待しております。

　本年は、地方創生とグローバル化の時代に合わせ、森脇学長の方針もありまして特に岐阜大学の留学
生がこの地域を知る機会や企業を知る機会、会員の皆様の必要性に応じて、留学生が地元で活用してい
ただく機会を増やす検討をしております。協力会も協力して参画していきたいと思いますので、また
色々お声掛けがあるかと思いますが、ご協力のほど宜しくお願いいたします。
　記念講演会では、東京大学大学院の中尾政之教授（58年生れ・東大卒・日立金属・磁気ヘッド・失敗学）
から『「つい、うっかり」から「まさか」の失敗学』という演題でご講演いただきます。
　企業では今、品質問題は非常に大きな課題でありまして、先生は企業でのご経験もあり研究だけでな
く実学も含めたこれからの在り方の示唆もいただけるのではないかと思います。
　また、講演会のあとには、「フォーラム・交流会」を開催いたしますので、企業間、先生方との交流を
深めていただきたく、是非ともご参加いただければと思います。
　本総会の議事がすべて満了いたしますと、2001年の協力会設立当初から14年間会長を拝命しており
ましたが、今総会をもって退任させていただくこととなり、ナベヤの岡本社長に会長を受けていただく
ことになっております。
　設立当初のことを思い出しますと、工学部に23の研究会があって工学部として協力会があり、そこを
ベースに、当時の県知事・学長・産業界からこういう産学官の組織を作ってはどうかということで、私
が会長を拝命した次第です。当時は産学の距離は遠く少しでも研究室と企業を短くする交流の会として
スタートしました。発足当時は共同研究の数も全国9位、10位ということで地域に根差した共同研究が
スタートできたということで誇らしく思ったことを覚えております。
　引き続き大学と産業との距離を縮めながら地域の活性化のためにこの協力会が岡本会長の下で益々発
展することを願っています。

総会の様子
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　最後になりますが、赤崎先生・天野先生・中村先生が「青色LED開発」でノーベル賞物理学賞を受賞
されました。
　長年にわたる産学連携が実ったことだと思います。そうした意味で、当協力会の活動を継続していく
ことは、大きな意味があると思います。産官学連携推進本部の技術相談窓口では、企業出身のコーディ
ネーターが大学の先生への橋渡しを無料でしております。お気軽にコーディネーターまでお声掛けをし
ていただきたいと思います。
　そして、新会長のもと「岐阜大学地域交流協力会」の益々のご隆盛を祈念申し上げます。

［岡本新会長挨拶］
　ただ今の総会にて会長にご指名いただき、またご承認いただきありがとうございました。
　この岐阜地域にとって、岐阜大学は知恵および人材の固まりで地域の宝であります。これをどうやっ
て我々ビジネスの立場で産業技術の高度化、インターネットが増々 IoTということで普及・グローバル
化が図られる中で、どのように活用していくかは増々大切な時期になってきています。
　このような環境下で岐阜大学の教職員の皆様が地
方創生とグローバル化に対応するために我々会員企
業をサポートしていただけることは本当にありがた
いことであると思います。
　当協力会の目標の実現に向け、小川会長の意思を受
け継いで、全身全霊をかけて当協力会の発展のため、
協力会の皆様のために頑張っていきますので、ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 岡本新会長挨拶

　総会終了後、王専務理事（副学長（産官学連携担当））より、岐阜大学の産学連携の現状と今後について、
説明がありました。
　大学の産学連携の業務内容は、基本的には大学が持っている知財・研究成果をいかに企業の皆様に、
地場産業が抱えている課題の解決に活用していただくかということが仕事です。そういう意味では二つ
の部門がありますが、知財部門は知財の創出・管理・活用、連携推進部門ではいかに企業の皆様と共同
研究・受託研究をコーディネートするかというのが仕事です。
　現在の岐阜大学の知財の状況は、ここ数年先生方の
発明届は50 〜 60件/年、成立した知財を企業の皆様
に活用していただいて大学としての収入は 500 〜
600万円/年という規模です。共同研究はここ数年お
およそ210件/年金額で約2億2千万円、受託研究は
約10億円という規模です。全国レベルで見ますとだ
いたい25番前後で推移しています。どのような地域
の企業と共同研究・受託研究をしているかと申しま

産学連携の現状と今後について2

王専務理事による説明
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すと、やはり地元が圧倒的に多くて岐阜・愛知が約5割、次いで東京・大阪が約3割となっています。分
野では、機能性食品関係のライフサイエンス、材料、製造技術などで共同研究を展開しています。
　ぜひここで皆様に理解してもらいたいと思いますのは、この産学連携は大学に取って非常に重要な意
味があり、大学にとってのメリットは普通に目に見えるものとして、研究費が得られる、先生の研究が
社会に使われ社会貢献になることが挙げられます。さらに私の実感として、皆様から研究テーマがいた
だけること、皆様と一緒に研究する事により研究そのものの深堀ができ、これはある意味では大学の特
に若手教員の教育・発展にとって非常に大事なポイントですので、ぜひ持ち込んでいただきたいと思い
ます。また、共同研究には学生も参加しますので、社会で必要とする課題解決を通して学生を教育でき
るということも大きなメリットになります。
　企業の皆様におきましては恐らく、特に新規事業を展開される場合、共同研究により実は大学の設備
が使えるということで単独で開発されるよりは開発資金がかからないと思います。そしてある種の大学
との人脈ができるというのも一つのメリットではないかと思います。
　また、以下のような状況・場面になりましたら大学との共同研究をぜひ考えていただきたいと思いま
す。
・基礎データを取りたい　　　　・長年の課題がある、それをなんとかしたい
・新規事業をスタートしたい　　・新たな考えで社内技術を見直したい
・国の開発事業補助金を活用したい
こういった産学連携によって外部の者が入りますので、
・新たな視点でものを考えるという機会になること  ・その分野の原理原則に基づいた発想を掴めること
・大学との共同研究による開発費の低コスト化　　・大学との共同研究取組みが会社の宣伝になること
などにおいても貢献できるものと思います。

　今年度、県の商工労働部と企業誘致定着促進とい
う協定を結びました。特に協力会の会員企業の皆様
のところに県の商工労働部のスタッフとコーディ
ネーターが一緒に訪問させていただき、単に学の立
場だけでなく、総合的に皆様方が持っている課題を
一緒に相談させていただければと思っています。
　それから、国際交流と言うのは非常に重要なキー
ワードになってきており、産学国際交流事業という

ことで、今年度試行的にやっていきたいと思います。ネーミングとしては「産学グローカル交流コンソー
シアム（仮称）」というもので、その事業内容として例えば、
・留学生による現地文化の講演会
・インターンシップのマッチング
・海外の調査事業　などが挙げられます。
　我々だけでなく会員企業の皆様のご要望に応じて事業を作るということで、このコンソーシアムの会
費は無料、活動の実費は要望された企業に負担していただくというふうに考えています。
　ぜひとも、いろいろなご要望・ご相談を産官学連携推進本部にお寄せください。

王専務理事による説明
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［記念講演会］
　東京大学大学院の中尾政之教授による『「つい、うっかり」から「まさか」の失敗学』という演題でご講
演いただきました。
　福島第1原発事故を例に「事故はどこでも起き得る。どんな優良会社も傾く可能性がある」と警鐘を鳴
らしました。過去の失敗に学ぶほか、予兆を感じて対策を取る必要性を説き、また「雑念を捨てて仕事に
集中するだけでなく、違和感を拾い上げることは新たな研究を展開したり新商品を開発したりする起点
になる」とも言われ、違和感を覚えた対象を写真やスケッチで残すことも勧められた。参加者148名。

［記念講演会の概要］
0．はじめに
　これから失敗学の話をします。
　私は、最初から失敗学を研究しだしたわけではあり
ません。設計に反映させる過去の失敗例を2000年頃
から積み重ねているうちに大きなデータベースが出
来上がり、「失敗学」が出来上がって行きました。そし
て東日本大震災後から様子がさらに変わってきて、失
敗にも種類の違いがあることが分かってきました。
　失敗には「ついうっかり」と、「まさかこんなことが
おきるとは」の2つがあります。前者と後者の違いは、単なる頻度ではなくそれを防ぐ脳の働きに違い
があることです。
　前者を防ぐには、雑念をすてて集中すればよい。しかし後者を防ぐにはそれだけではだめで、違和感
を感じて自分でシナリオを作り、それに対して対策を立てることが必要になります。
　これは、大学の研究で新しい論文を書く場合に必要とされることと極めて似ています。
　その意味からも、まさかの失敗学を研究するようになりました。

1．ついうっかりとまさか
　今までの日本の法律あるいは日本人のものの考え方から、まさかの失敗はある程度許容される風潮に
ありました。福島原発でも大震災の前についうっかりの事故があり、これに対しては前例を参考にして
しっかり対策が取られました。
　福島第1原子力発電所についてみて見ると、耐震設計や人については大きな問題はありませんでした。
問題はまさかに備えて減殺設計を行っていなかったことです。電脳死対策（すべての電気がオフになる）
が行えていなかったことも大きな問題です。センサーなどは動作していたが、コンピューターが止まっ
てしまいました。
　さらに、残存蒸気を逃がす弁を開ければよかったのだが、それに必要なバッテリーとポンプを短時間
に用意できなかった。対策は分かっていたが訓練を十分していなかった為、すばやい対応を取れなかっ
たのです。慢心によるリスク不感症と言えるでしょう。
　これらの事例は、違和感を拾って対策を取ることが非常に重要であることを教えています。

中尾教授の講演

記念講演会および協力会フォーラムの開催報告3
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2．人の振り見て我が身を振りなおせ
　この言葉は、ナレッジマネジメントそのものをあらわしています。過去の事例を利用して事前の対策
を行うことが重要だということです。
　ここでは森ビルで発生した三和シャッターの事故を取り上げてみます。この事故では三和シャッター
の幹部が過失で有罪になっています。
　オランダから技術導入して回転ドアを作りました。ところがその後日本人独特の思い入れで装飾を施
し、重量が増加していきました。制動距離がどんどん伸びていきましたが根本的な対策をとらず、つい
には6歳の子供さんが挟まれて死亡する事故が起きてしまいました。その後回転ドアについてはさまざ
まな改良がされましたが、いつのまにか回転ドアそのものが日本で廃れていきました。外からの風に進
入を防ぐには通常の2重ドアで十分と言うことです。製品の企画段階での検討が不足していたといえる
でしょう。

3．火消しより火の用心
　さらに前例のない事故も増えてきています。事例
と共にお話したいと思います。
① ポリバケツでお湯を沸かしていて火事になった。

さまざまなセンサーはつけていたようですが、そ
もそも金属製のバケツを使用していれば起きな
かった事故です。

② ボンベのガス出口のメクラねじをせずに運搬した
為、運搬中にバルブが緩んでしまい、そこからガ
スが噴出しました。これもキチンとねじさえしていれば防げた事故です。

③ 廃液量を少なくするために廃液を煮詰めていて爆発した。廃液の中に熱に敏感な薬品が入っていた
からです。成分をキチンと把握することは勿論重要ですが、そもそも廃液処理にかかる費用と、その
リスクのバランスを考えておく必要があると言うことです。

　これらを参考に火の用心をしっかり行って事故を防ぐ必要があります。東京大学でも違和感があれば
報告せよ。論理はいらない。と言って対策する案件を探しています。

4．違和感を拾って考えを展開せよ
　今までは安全の話をしてきましたが、その中で違和感を感じると言うことは、研究や開発においても
きわめて重要になってきています。違和感を拾い上げてそれを製品のデザインに生かすと言うことで
す。工学部もHOW TO MAKEからWHAT TO MAKEに変わってきたのです。従ってどうやって違和
感を感じるかということを工夫していく必要があります。
　最近授業として、においを形で表すとか、音楽を形で表すということを取り入れています。一見無茶
を言っているようですが、これが学生には好評です。私自身もモレスキンを導入して町の風景をデッサ
ンしたりしています。
　最近世の中には、カスタネットのような卵型で開くことが不要なはさみ、赤ちゃんに不安を与えない
0.5秒で測定できる体温器等、違和感を感じてデザインするという観点から見ると、上手くできている
ものを多く見かけるようになりました。

中尾先生の講演
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5．ま と め
　失敗には、ついうっかりと、まさかという2つの種類があります。前者は集中し雑念をすてるという
ことで防ぐことができるが、後者には違和感を感じてそれに対して対策するということが重要です。そ
してこのような考え方は、これからの新技術、商品の開発にも必要とされているものです。ただ今の日
本の教育プログラムからは抜け落ちている感があり、今後変革が必要でしょう。

［協力会フォーラム・交流会］
　協力会フォーラムでは、平成26年度岐阜大学技術交流研究会の18研究会の成果をそれぞれパネル展示
し、代表研究会2件のショートプレゼンと全研究会を会員の皆様に紹介いたしました。
　その後の交流会では会員と研究者・大学関係者および会員相互の熱心な意見交換や懇談が行われました。
　約100名の方の参加がありました。

　岐阜大学の全学的な事業である「岐阜大学フェア2015」が10月30日、31日に開催されます。岐阜大
学地域交流協力会では、本フェアを支援するためフェアに合わせて「秋の特別講演会」の開催を予定し
ております。

「秋の特別講演会」の概要
　　日　　時　　　　　平成27年10月30日（金）10時 〜 12時
　　会　　場　　　　　岐阜大学講堂　岐阜市柳戸1番1
　　講　　師　　　　　浅野撚糸（株）代表取締役社長　浅野　雅己氏
　　演　　題　　　　　「大義（たいぎ）」〜日本の撚糸技術の火を消さない〜
　詳細内容が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。多数の参加をお待ちしております。

岐阜大学フェア2015の開催案内5

平成 27 年度ラボツアー開催案内4
　【日　　　　時】　平成27年12月8日（火）　15：00 〜 19：00
　【場　　　　所】　岐阜大学　岐阜市柳戸1番1
　【スケジュール】　15：00 〜 17：30　ラボツアー
　　　　　　　　　　　　　「応用生物科学部　食品科学分野」のツアー、セミナー、パネル展示
　　　　　　　　　17：30 〜 19：00　産官学交流会（会費500円、アルコール有）
　　　　　　　　　　　　　・会員同士および会員の皆様と教員との交流

詳細内容が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。


